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本日の例会 （１２月２日 第２回） 通常例会（会員卓話）            担当：職業奉仕委員会 

～ＡＮＡクラウンブラザホテル千歳～ 

千歳ロータリークラブ会報 
２０１０年１２月２日 

第２０号 （通算２０３２号） 

佐々木会長テーマ 

“心ひとつに” 

会 長 佐々木 金治郎   副会長 大西 信也   幹 事 佐藤 晴一 

会長エレクト 今村 靜男   会 計 酒井 宏  

第2510地区ガバナー 佐々木 正丞 第７グループ・ガバナー補佐 古川 大之  

～ １２月はロータリー家族月間 ～ 

２０１０年～２０１１年度 

第２２回（通算２１４１回）例会報告 
 

日時：２０１０年１１月２５日１２：３０～１３：３０ 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 

プログラム：クラブフォーラム 

担当：クラブ奉仕委員会 

司会 ：ＳＡＡ・プログラム委員会 村上 光輝 

四つのテスト 

ります、商工会議所の従業員表彰を行ってまいりまし

た。村上委員長と一緒に行き、５名の方に表彰状をお

渡ししてきました。また、本日行われるフォーラムの

件ですが、五十嵐クラブ奉仕委員長の主管による

フォーラムとなっています。 

 また、先日もお話ししましたが、非常にうれしいこ

とに我々のロータリークラブの会員である瀧澤会員

が、経済界の新しいリーダーとして商工会議所の会頭

に就任いたしました。後ほど、幹事から報告がありま

すが、１１月３０日に我々会員で就任のお祝いをした

いと考えています。皆さまも当日のパーティーに是非

参加していただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 今朝ほどは、支笏湖もものすごく寒くなってきまし

て、風邪もはやっているようです。あと１カ月で今年

も終わりになりますが、会員１人１人のみなさんもど

うか風邪など引かないで今年１年を乗り切っていきま

しょう。 

幹事 佐藤 晴一 
 

 今後の予定ですが、来週２日は敦賀会

員による会員卓話となっています。ま

た、９日は駒そばにて移動例会になりま

す。１６日はクリスマス家族会です。ま

た、会長の挨拶にもありましたが、瀧澤

会員の商工会議所会頭就任祝いというこ

とで、メンバーによるお祝いをしようと

いうことで話がありまして、瀧澤会員に日程を確認し

たところ３０日しか時間が空いていないということ

で、本当に急なことではありますが、皆さまにご連絡

を差し上げました。現在のところ、多くの方からの出

席の連絡をいただいています。１１月３０日、ここＡ

ＮＡクラウンプラザホテルで１８時３０分からの開催

となりますので、よろしくお願いします。 

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

会長 佐々木 金治郎 
 

 １１月も残り少なくなってきました。

おとといテレビを見ていたら、衝撃的な

ニュースが飛び込んできてびっくりしま

した。北朝鮮が韓国の領土を攻撃した事

件です。今年は、こういうような国際的

で衝撃的なニュースが日本のマスコミに

取り上げられる年だとつくづく感じまし

た。尖閣諸島の問題、そしてこの北朝鮮

の問題ということで、今年くらい日本の国民一人一人

が国を守るという意識をしっかり持たなくてはいけな

いということを考えさせられた年はなかったのではな

いかと思っています。 

 一週間のご報告を申し上げます。１１月２３日は勤

労感謝の日で、例年のとおり職業奉仕委員会主管によ

親睦活動副委員長  

     藤川 俊一  

会長挨拶 

幹事報告 
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ＡＮＡクラウンプラザホテル 橋本 卓哉様 
 

 いつもご利用いただきましてありがと

うございます。貴重なお時間を頂いて、

当ホテルのイベントのご案内をさせてい

ただきたいと思います。 

 今年は１２月７日の火曜日となります

が、当ホテルの千歳の間において１２回

目となるチャリティーイベント、ビンゴ 

de ハッピーを開催させていただくことになりました。

時間は、１８時開場、１８時半スタートとなっており

ます。おひとり様、大人の方が６，５００円、小学生

の方が４，０００円ということで、毎年割安な形でイ

ベントを開催しております。毎年、収益の一部を千歳

市社会福祉協議会様へ寄付させていただいています。

皆さまも、お忙しい時期だとは思いますが、ご協力の

ほどをお願いいたします。 

クラブ奉仕委員長 五十嵐 宏 
 

 前期に、千歳ロータリークラブ細則

一部改正ということで、皆さまのとこ

ろにＦＡＸ例会ということでご案内し

ていましたが、例会で変更部分の詳し

い説明を行っていませんでしたので、

今日皆さまにご報告したいと思いま

す。なお、この細則改正についてはあ

くまで決定していますので、本日は決

まったことを説明するのみとします。

また一部改正ということがあれば、次年度に向けての

改正ということになります。説明については、この改

正の原案の作成に携わった佐藤幹事にお願いしたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

幹事 佐藤 晴一 
 

 千歳ロータリークラブの細則を今年

度に一部改正しておりますので、ご説

明したいと思います。佐々木年度も折

り返し地点をそろそろ迎えようとして

います。この細則の件につきまして

は、佐々木年度がスタートするに当た

り、三役で従前の細則と照らし合わせ

ながら作りました。そこで一番基本と

なったのは、組織図と細則との整合がとれるように変

えたということです。ですから、基本的に大きな変更

ですとか、前年度と全く違うような内容になっている

ということではありません。既存の細則を、現在の組

織図に合うように改正したというのが基本です。 

 まず、第１条理事会についてですが、メンバーの減

少なども考慮した結果、理事数もそれなりにスリム化

してはどうかということで、皆さんからのご意見や、

パスト会長会議でのご意見を頂きました。その結果、

前年度は１３名からなる理事数を、３名減少して今年

度は１０名ということにしたというのが、大きな変更

です。文章などについては、前年度と大きく変わって

いません。理事・役員の選挙については、理事数の変

更とともに、概ね６名を概ね４名というように変更い

たしました。 

 また、皆さんからもいろいろご指摘があったのです

が、第６条の会場監督すなわちＳＡＡが理事のメン

バーに入っていたのですが、本年度は理事から抜きま

したので、第６条の会場監督は削除しております。こ

れにつきましては、その年度、年度で、やはりＳＡＡ

は理事であることが必要ということであれば、また細

則変更ということになるのではないかと思っていま

す。 

 入会金、会費についてですが、入会金は従前は７万

円ということでしたが、他クラブの状況や、経済状況

なども考慮して、本年度は３万円としております。ま

た、会費の件ですが、大きな変更はないのですが、従

前の細則をもう少し具体的に分かりやすくしました。

会費の年額１６万円というのは変わらないのですが、

７５歳以上の会員の年会費については、前回の細則で

は減免になるといことで、それについては「当該会員

が書面をもって幹事に報告し、理事会の承認を得なけ

ればならない」となっていたのですが、本年度からは

７５歳以上になった方については、自動的に減免され

るということを明文化しました。また、７５歳未満で

あっても収入が年金のみとなった場合は前項と同様と

する、としております。また、従前の細則にもありま

すが、「特別の事情のある会員はその年の年会費を減

額する」ということについて、この減額については書

面をもって１月３１日までに書面をもって幹事に報告

し、理事会の承認を得なければならないということで

す。  

 また、組織ですが、１８の委員会がありましたが、

会員数の減少を受けて、１会員が２つも３つも委員会

がだぶらないように、委員会の数を減らして１４にし

ています。できるだけ、皆さんがだぶらないようにと

考えましたが、実際に振り分けをしてみますと、やは

りだぶってしまう会員が出てきてしまいました。１人

１委員会ということを徹底するためには、もう少し委

員会の数を減らすことも考える必要があると思うので

すが、今回につきましては１４の委員会としていま

す。また、細則につきましても、この組織図に沿う形

で変えました。常任委員会については、クラブ奉仕委

員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕員

会としております。 

 これ以降につきましては、細則はほとんど変わって

いません。委員会の説明については、委員会の数は１

８から１４になりましたが、その委員会が全く削除さ

れたというのではなく、委員会の統合をしております

ので、委員会の役割などは従前と同じようにしていま

す。 

 クラブ奉仕委員会については、今までは副会長がク

ラブ奉仕委員会の委員長を兼ねていましたが、今年度

は副会長、クラブ奉仕委員長を別に置くということに

しました。各委員会については、例えばクラブ奉仕員

会はその下に、ＳＡＡ、出席、クラブ会報、親睦、会

員増強、健康、ロータリー情報を配置していますが、

各委員会の役割については、従前の細則をそのまま引

細則の一部改正について 
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用しています。中には、雑誌委員会がクラブ会報委員

会に統合されたように、統合された各委員会の役割に

ついて統合した各委員会に振り分けています。左側の

各委員会の役割が、そのまま赤字で右側に載っていま

す。ですので、委員会についての大きな変更点はあり

ません。ただし、言葉の表現が難しかったり、どちら

でも取れるような表現方法がまだ残っていますので、

次年度以降にも直していかなくてはいけないと思って

います。ただ、細則については地区の推奨細則などを

参考にしましたが、地区ではＣＬＰということで現行

の細則とは違う内容になっていますので、その辺りも

踏まえながら、その年度ごとに見直しをしながら、そ

の年度の細則をつくっていくべきだと痛感していま

す。 

 以上、大きな変更点をまとめますと、理事数の変

更、委員会数の変更、入会金額の変更、会費徴収方法

の明確化、この４点となります。その他の、委員会の

内容ですとか、役割分担については、今までの細則と

同じとなっています。 

 

 

 

 ２００８年４月２６日「国際空港と観光が縁」で国

際ロータリー第２６８０地区神戸单ロータリークラブ

と友好クラブを締結して３年目を迎え、この度、当ク

ラブ会員が神戸单ロータリークラブを訪問しました。

訪問には１５名の会員が参加し、１１月１５日の神戸

单ＲＣの例会に出席しました。また、２日間にわたる

親睦ゴルフコンペや、観光名所巡りなどの手厚い歓待

を受け、友好と親善を深めました。 

 

神戸南ＲＣ例会での佐々木会長挨拶 
 

 本年度の

会長を仰せ

つかりまし

た佐々木金

治郎です。

本 日 は、友

好クラブで

あります神

戸单ロータ

リークラブ

の例会に１

５名で出席

させて頂きました。本当にありがとうございます。 

 昨日来、神戸空港でのお出迎え、本日のゴルフコン

ペにつきましては、早朝からお付き合いを頂き、ま

た、私は観光組でありますが、和田会長に尤パスト会

長のお二人に神戸観光のご案内を頂き、本当にありが

とうございました。神戸单ＲＣの皆様の温かいおもて

なしに私ども一同感激をいたし、感謝申し上げ、心よ

りお礼申し上げます。北海道は紅葉が盛りの１０月末

に例年より早く雪が降りまして、千歳市街から２５キ

ロ離れた私の住む支笏湖畔では２０ｃｍほどの積雪が

あり、紅葉の葉が落ちない前の降雪で雪の重みで木々

が折れて、根元から倒れるなどの被害があり、一日に

して冬の姿に変わり、除雪車が出動しました。今年の

北海道の夏は例年にない猛暑であり、海水温が高くな

り、北海道の名物の鮭の遡上が少なく、大きな打撃を

受けています。皆さんも千歳に来た折には鮭の遡上を

見ることのできますインディアン水車での鮭の遡上が

少ないということです。 

 千歳ロータリークラブは１９６８年４月に創設し、

今年で４３年の歴史を持つクラブで、会員数は５８名

で、明るく、楽しく活躍しています。本日、このよう

にして友好クラブであります神戸单ロータリークラブ

を訪問させて頂き、友好を深めることが出来ましたこ

とは、クラブとして、また私個人としても大きな財産

になるものと思っています。また、人生の上において

も大きな思い出になるものと思っています。 

 さて、ささやかなお土産としてお持ちいたしました

が、その一つは、千歳の銘菓で「雪のなみだ」は本日

参加しております瀧澤順久会員の会社のオリジナルで

あります。皆さんでご賞味頂ければと思っておりま

す。もう一つは、私の会社であります丸駒温泉旅館オ

リジナルの酒であります「初太郎」は先代の名前を

取った酒と北海道の米と支笏湖の水で作った焼酎「丸

駒」をお土産として持って来ましたが、考えてみます

と当地は「灘の酒」であまりにも有名であり、持って

来ましたものの非常に困っておりますが、これもロー

タリーの寛容によりお許しを頂ければ幸いでありま

す。また、瀧澤会員は、この度、千歳商工会議所会頭

になり、千歳観光連盟会長として私ども観光業界とし

てのリーダーとして頑張って頂き、当クラブは勿論、

観光業者としても大変心強いところであります。よろ

しくお願いします。 

 私共１５名は、この度の神戸单ロータリークラブ皆

様のご厚意に甘えさせて頂きますことをお許し願い、

よい想い出にさせて頂きます。 

 

 第１３回理事会を、１１月２２日に「ＦＡＸ理事

会」として開催しました。 

 議題は、「瀧澤順久会員の千歳商工会議所会頭就任

祝いの開催について」です。瀧澤会員が大変に多忙な

ため、なかなか連絡が取れず、日程を確認したところ

１１月３０日しかないということで、定例の理事会で

は会員の皆様に出欠の確認が間に合わないと、ＦＡＸ

理事会でお祝い会の開催案内文の内容を了承しまし

た。内容は既に各会員に連絡の通りで、１１月３０日

（火曜）午後６時３０分からＡＮＡクラウンプラザホ

テル千歳での開催で、既に４０名以上の出席の確認を

しています。 

 第１４回理事会は１１月２５日の通常例会終了後、

引き続きＡＮＡクラウンプラザホテル千歳の例会場で

開催しました。 

 冒頭、佐藤晴一幹事からＦＡＸ理事会開催のため、

第１４回理事会となった経緯が説明され、佐々木金治

郎会長あいさつの後、議案を審議しました。審議事項

は（１）１２月１６日のクリスマス家族会について

第１３、１４回理事会を開催 

神戸南ロータリークラブ訪問について 
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（２）１月６日の新年交礼会について（３）事務局の

移転について（４）１２月のプログラムについて、で

す。 

審議結果は 

（１）午後６時３０分から、ＡＮＡクラウンプラザホ

テル千歳で、会員本人と夫人は無料、お子さん、お孫

さんは年齢区分により成人３０００円、小学生以上の

未成年２０００円、３歳以上の未就学児１０００円、

３歳未満無料となりました。プログラムでは会員によ

る（仮称）ロータリーボーイズバンドによる歌と演

奏、ビンゴゲームなどを予定しています。ビンゴゲー

ムへの景品は例年通り会員に提供を呼び掛けます。  

（２）外部団体への招待案内の対象と内容を、次回１

２月２日の例会後に臨時理事会を開いて決めることに

しました。内容については、追って親睦活動委員会で

固めていきますが、クリスマス家族会での反応を見

て、ロータリーボーイズバンドに新年向けプログラム

を要請することも、視野に入れています。  

（３）当初、ホテルの改装に合わせて、2階の空きス

ペースに移転の計画が浮上していましたが、このス

ペースが２階ロビーの喫煙コーナーに充てられること

になり、現在の３階のままで家賃低減の検討をしても

らうことになりました。  

（４） 

２日（木） 通常例会（会員卓話）敦賀秀生会員 

      （担当：職業奉仕委員会） 《理事会》 

９日（木） 移動例会（駒そば亭） 

      （担当：健康委員会） 

１６日（木） 夜間例会（クリスマス家族会）  

     （担当：親睦活動委員会）〈アクト合同〉 

２３日（木） 休会（天皇誕生日） 

３０日（木） 年次総会（３６分例会）会長ノミニー 

  次年度理事の発表 （担当：三役） 《理事会》 

１月６日（木） 新年交礼会（リアン）  

     （担当：親睦活動委員会）〈アクト合同〉  

と、なりました。 

（国際奉仕委員長 大澤雅松） 

本日のニコニコ集計 １０名 １２，０００円 

佐々木 金治郎 会長 

 １１月１９日に北海道産業貢献賞を受賞してまいり

ました。 

 

大西 信也 副会長 

 佐々木会長が北海道産業貢献賞の観光事業功労者を

受賞され、おめでとうございます。 

 

佐藤 晴一 幹事 

 奄美大島義援金、ご協力ありがとうございました。 

 

村上 倫行 会員 

 １１月２３日「勤労感謝の日」に、商工会議所の優

良永年勤続表彰に出席いたしました。来年度に引き継

ぎたいと思います。 

 

大澤 雅松 会員 

 前回の夜間例会でおいしいボージョレ・ヌーボーを

たくさん頂きました。佐々木会長、ごちそうさまでし

た。 

 

下山 徹哉 会員 

 １２回目のチャリティー・ビンゴ、皆様の参加を心

よりお待ちしています。どうぞ宜しくお願いします。 

 

福田 武男 会員 

（１）１１月７日から４泊５日で、瀧澤会員の商工会

議所会頭就任を記念して、台北へ行ってまいりまし

た。 

（２）１１月１４日から１６日まで神戸单RCを訪問

し、楽しく例会とゴルフをしてまいりました。 

 

村上 光輝 会員 

 商工会議所の従業員表彰で、当社２名が永年勤続表

彰を受けました。 

 

長澤 邦雄 会員 

 北広島団地地域交流ホーム（ふれて、かたる）が完

成しました。（北広島リハビリセンター理事長とし

て） 

 

藤川 俊一 会員 

 久しぶりに４つのテストをさせていただきました。 

 

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

今 回：６５．５％（１１月１８日＝３８／５８、実数） 

確 定：８１．１％（１１月 ４日＝４７／５８、 

               うちメーキャップ ０名） 

スケジュール 

（１２月のプログラム） 

 ９日 （木） 移動例会 駒そば亭 

        担当：健康委員会 

１６日 （木） 夜間例会 クリスマス家族会    

      担当：親睦活動委員会 

２３日 （木） 休会 

３０日 （木） 年次総会（３６分例会） 

会長ノミニー、次年度理事の発表 

《理事会》      担当：三役 

（ローターアクト例会） 

１６日 （木） 合同移動例会 

 （ANAクラウンプラザホテル千歳） 

（プロバスクラブ例会） 

１４日 （火） 例会（ベルクラシック・リアン） 

 今年度の会員名簿２８ページの長澤邦雄会員の病院

のFAX番号につきまして、以下のとおり訂正があります

ので、お知らせいたします。 

 

ＦＡＸ （誤）２４－１１０８ （正）２４－１１０４ 

会員名簿の訂正 


